
潜在的なパートナー
関連企業リスト

区分 企業名 主要品目 ウェブサイト 位置

太
陽
光

ハンファ 
キューセル

モジュール、EPC www.hanwha-qcells.com ソウル、忠清北道

LG電子 モジュール、コンサルティング www.lge.co.kr/kr/business ソウル、慶尚北道

OCI ポリシリコン www.oci.co.kr ソウル、全羅北道

OCIスペシャルティ SlimRod、ウェハー www.ocis.co.kr 忠清南道

現代エネルギーソ
リューション

モジュール、インバーター、
EPC、O&M

www.hyundai-es.co.kr ソウル、忠清北道

Sエネルギー モジュール、EPC www.s-energy.com ソウル、全羅北道

ハンソルテクニッ
クス

モジュール、インバーター hansolsolar.com 京畿、大田

ハンファケミカル ポリシリコン hcc.hanwha.co.kr ソウル、忠清北道

シンソンENG
セル、モジュール、コンサル
ティング、建設施工、O&M

www.shinsungeng.com ソウル、全羅南道

現代エネルギー 建設施工 www.hyundai-energy.co.kr 京畿、忠清北道

トップソーラー 建設施工 topsolar.kr ソウル、慶尚北道

Nエレクトリック 建設施工 www.nelec.co.kr 全羅北道

トップインフラ
建設施工、 

コンサルティング、O&M
topinfra.co.kr 全羅南道、光州

OCIパワー
インバーター、EPC、 

コンサルティング、O&M
solar.oci.co.kr ソウル、全羅北道

太
陽
光

WONIK IPS RIE(Reactive Ion Etching) www.ips.co.kr 光州

SKC
ポリエステルフィルム、

PVdFフィルム、EVA/POEシ
ート、BackSheet

www.skc.kr 京畿、大田

タステック
インバーター、 

モニタリングシステム
www.dasstech.com ソウル、全羅南道

SFC BackSheet sfcltd.co.kr ソウル、全羅北道

アストロナジーソ
ーラーコリア

モジュール、インバーター、
建設施工、O&M

www.astronergy.co.kr 京畿

Sパワー O&M s-power.com ソウル、仁川

トップサン
モジュール、建設施工、 
コンサルティング、O&M

www.topsun.kr 京畿

ウィルリンス インバーター、建設施工 www.willings.co.kr ソウル、京畿
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風
力

CSィンド タワー www.cswind.com 忠清南道

テウン
メインシャフト、タワーフラ

ンジ、ベアリングなど
www.taewoong.com 釜山

東国S&C タワー、EPC、O&M www.dongkuksnc.co.kr 慶尚北道

ユニソン
発電システム、タワー、

EPC、O&M
www.unison.co.kr ソウル、慶尚南道

HYUNJIN 
マテリアル

メインシャフト www.hjmco.co.kr 釜山

新羅精密 旋回ベアリング www.shillacorp.co.kr 忠清南道

斗山重工業 発電システム、EPC、O&M www.doosanheavy.com 慶尚南道

CSベアリング ベアリング www.samhyun-eng.com 慶尚南道

風
力

ソハンENP
メインシャフト、フランジ、
ベアリング、ギアリムなど

www.seohanenp.com 慶尚北道

スペコウィンドパ
ワー

タワー kr.speco.co.kr
忠清北道、 
メキシコ

エニテクシス 発電システム(小型) www.anytek.com ソウル

中央カップリング カップリング www.jacoup.co.kr 釜山

ヒューマンコンポ
ジット

ブレイド
www.humancomposites.

com
全羅北道

暁星重工業 発電システム
www.

hyosungheavyindustries.
com

慶尚南道

燃
料
電
池

斗山フューア 
ルセル

燃料電池発電システム、
スタック、リフォーマ、

MEA(Membrane  Electrode 
Assembly)

www.doosanfuelsell.com 忠清北道

ポスコエネルギー 燃料電池発電システム www.poscoenergy.com 忠清南道

Sフューアルセル 燃料電池発電システム www.s-fuelcell.com ソウル

CNLエネルギー 燃料電池発電システム www.cnl.co.kr 京畿

Gフィロス 燃料電池インバーター g-philos.co.kr 全羅南道

トンジンセミケム
MEA(Membrane Electrode 

Assembly)
www.dongjin.com 京畿

関連協会

企業名 ウェブサイト 主な役割

韓国エネルギー公団
新 · 再生可能 

エネルギーセンター

www.knrec.or.kr/knrec/
index.asp

新·再生可能エネルギーの開発 · 導入及び産業化を
専門的かつ効率的に支援する専門機関

韓国新 · 再生可能 
エネルギー協会

www.knrea.or.kr
新 · 再生可能エネルギー業界の共同利益を保護し、

共同発展を目指す業界団体

韓国太陽光産業協会 www.kopia.asia
太陽光産業界の共同利益を保護し、 

共同発展を目指す業界団体

韓国風力産業協会 www.kweia.or.kr
風力産業界の共同利益を保護し、 

共同発展を目指す業界団体

韓国地熱協会 www.kogea.or.kr
地熱産業界の共同利益を保護し、 

共同発展を目指す業界団体

韓国バイオエネルギ 
ー協会

www.kbea.or.kr
バイオエネルギー産業界の共同利益を保護し、 

共同発展を目指す業界団体

山林バイオマスエネルギ
ー協会

www.biomassenergy.kr
山林バイオマス産業界の共同利益を保護し、 

共同発展を目指す業界団体

韓国廃棄物協会 www.kwste.or.kr
廃棄物産業界の共同利益を保護し、 

共同発展を目指す業界団体

韓国潤滑油工業協会 www.kloia.or.kr
潤滑油産業界の共同利益を保護し、 

共同発展を目指す業界団体

全国生活廃棄物協議会 www.k-inc.or.kr
生活廃棄物産業界の共同利益を保護し、 

共同発展を目指す業界団体

韓国水素産業協会 www.h2.or.kr
水素 · 燃料電池産業界の共同利益を保護し、 

共同発展を目指す業界団体

韓国エネルギー 
技術評価院

www.ketep.re.kr
新 · 再生可能エネルギーを含め 

たエネルギー政策研究機関

韓国エネルギー 
技術研究院

www.kier.re.kr
新 · 再生可能エネルギーを含め 

たエネルギー政策研究機関

エネルギー経済研究院 www.keei.re.kr
新 · 再生可能エネルギーを含め 

たエネルギー政策研究機関
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